
2017 年 10 月 6 日 

カナルワークス株式会社  

～メイド・イン・ジャパンのカスタム IEM メーカー、カナルワークスがカスタム IEM のハイエ
ンドモデルとユニバーサル IEM モデルをリリース～ 

 

～ニュートラルなチューニングのリファレンスモニターCW-L72、 
パワフルなチューニングでロック、ポップスに最適な CW-L77～ 

3 ウェイ/8 ドライバ カスタム IEM CW-L72 

※スペシャルフィニッシュ： リミテッドエディション「Blue Snow」 

3 ウェイ/8 ドライバ カスタム IEM CW-L77 

※スペシャルフィニッシュ： フレークホログラム 

  



 

～カスタムのエッセンスを盛り込んだユニバーサルイヤーモニター～ 

 

フルレンジ/シングルドライバ ユニバーサル IEM CW-U02 

 

 
2 ウェイ/2 ドライバ ユニバーサル IEM CW-U12aEX 

  



型番 

 

仕様 

 

付属品 

 

価格 

 

カナルワークス

ダイレクトショッ

プ価格(税別) 

受注 

開始日 

(発売日) 

備考 

CW-L72 

 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(Lo×2, Mid×2, Hi×4) 

インピーダンス：25Ω 
感度：120dB 

セミハードケース、ワック

スクリーニングツール、ク

リーニングクロス 

オープン

プライス 
157,000 円 11 月 3 日 

 

CW-L72PSTS 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(Lo×2, Mid×2, Hi×4) 

インピーダンス：25Ω 
感度：120dB 

セミハードケース、ワック

スクリーニングツール、ク

リーニングクロス 
オープン

プライス 
168,000 円 11 月 3 日 

パーソナ
ル・サウン
ド・チューニ
ング・シス

テム
(PSTS)搭
載モデル 

CW-L77 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(Lo×2, Mid×2, Hi×4) 

インピーダンス：15Ω 
感度：118dB 

セミハードケース、ワック

スクリーニングツール、ク

リーニングクロス 

オープン

プライス 
157,000 円 11 月 3 日 

 

CW-L77PSTS 

カスタム IEM 
構成：3 ウェイ/8 ドライバ 
(Lo×2, Mid×2, Hi×4) 

インピーダンス：15Ω 
感度：118dB 

セミハードケース、ワック

スクリーニングツール、ク

リーニングクロス 
オープン

プライス 
168,000 円 11 月 3 日 

パーソナ
ル・サウン
ド・チューニ
ング・シス

テム
(PSTS)搭
載モデル 

CW-U02 

ユニバーサル IEM 
構成：フルレンジ/1 ドライバ 

インピーダンス：37Ω 

感度：117dB 

セミハードケース、イヤー

チップ(S,M,L) 
オープン

プライス 
35,000 円 11 月 3 日 

 

CW-U12aEX 

ユニバーサル IEM 
構成：2 ウェイ/2 ドライバ 

(Lo×1, Hi×1) 
インピーダンス：79Ω 

感度：121dB 

セミハードケース、イヤー

チップ(S,M,L) オープン

プライス 
50,000 円 11 月 3 日 

 

※ カスタム IEM は耳型採取費用が別途必要です。 

カスタム IEM 新カスタマイズオプション 

オプション名 詳細 価格(税別) カナルワークスオンラ

インショップ価格(税

別) 

受け付け開始日 

フレークホログラム  オープンプライス 左右セット：4,000 円 

片側のみ：3,000 円 

11 月 3 日 

Blue Snow 限定仕様 

シェル：マリンブルー 

フェイスプレート：マリ

ンブルーとの固定組

み合わせ 

オープンプライス 左右セット：10,000 円 11 月 3 日 

 

  



 
 

【新商品ご案内】 

弊社は 2010 年より、カスタムインイヤーモニター(カスタム IEM)では数少ない国内メーカー
として製作・販売を始め、フルレンジシングルドライバから 3 ウェイ 8 ドライバまでチューニン
グにそれぞれ特徴を持たせたラインナップをご用意し、お客様のご要望に応えてまいりまし
た。 

この度、弊社のマルチドライバフラッグシップモデルを 2 モデル同時に発売致します。ま
た、長らくお客様よりご要望の多かったユニバーサル IEM についても 2 モデル発売致しま
す。 

【カスタムイヤーモニター CW-L72、CW-L77】 

～ニュートラルなチューニングのリファレンスモニターCW-L72、  

パワフルなチューニングでロック、ポップスに最適な CW-L77～ 

弊社では 2014 年夏に 3 ウェイ/8 ドライバのモデル CW-L71 を発売しました。当時高域用に
4 ドライバを採用するモデルは少なく、ニュートラルなチューニングの高解像度モデルとして人
気を博し今も多くの方にご支持いただいているロングセラーモデルです。今回新たに導入す
る 3 ウェイ/8 ドライバのモデルは昨今のお客様の志向の変化に合わせ 2 モデルの選択肢を
設けました。一つは現行の CW-L71 の流れを引き継ぐニュートラルチューニングモデル CW-
L72 です。低域から高域まで録音されたコンテンツの一つ一つの音を漏れなく再生することに
注力したリファレンスモニターでスタジオモニターにも向いています。もう一つはロックやポップ
スなどのダイナミックなコンテンツを生々しく再生するモデル CW-L77 になります。張りのある
低音、明瞭なボーカル、透き通る高域はステージモニターにも向いています。いずれも 3 ウェ
イ 8 ドライバで低域用に 2 基、中域用に 2 基、高域用に 4 基のバランスドアーマチュアドライ
バを採用しています。開発に際しては CW-L71 を出発点としてドライバの組合せ、音響設計、
ネットワークを全て一から見直しました。音質の評価に際しては弊社のサウンドアドバイザー
をはじめ音響現場のエンジニアやオーディオメーカーの重鎮にも意見を求めその音に磨きを
かけました。 
いずれのモデルも中低域のレベルを付属パーツの交換で変更できるパーソナル・サウンド・
チューニング・システム(PSTS)搭載モデルを用意しました。 

 

【ユニバーサルイヤーモニター CW-U02、CW-U12aEX】 

～カスタムのエッセンスを盛り込んだユニバーサルイヤーモニター～ 

弊社は創業以来カスタム IEM メーカーとして多くのお客様に耳型を元に製作するイヤホンの
快適さを伝えて参りました。今回発売するユニバーサルイヤーモニターはカスタム IEM のエッ
センスを盛り込み、より手軽にお使いいただける商品としてお届けします。 
CW-U02 はフルレンジ/シングルドライバ、CW-U12aEX は 2way/2 ドライバの仕様でそれぞれ



カスタム IEM モデルの CW-L02、CW-U12aEX をユニバーサル化したモデルになります。これ
らのモデルは以下の特長を持っています。 

●カスタム IEM を連想させるデザイン 
シェルの透明度などカスタム IEM の仕上がりの品質ではご好評をいだいていますが、今回
のユニバーサルモデルでもカスタムと同じように一つ一つハンドメイドで製作しています。シ
ェルの形状については今まで数多くの耳型と向き合ってきた経験と資産を活かし、より多く
の方にフィットする形状を実現しました。 

●アルミ削り出し加工による高精度ノズル 
ノズルは国内生産によるアルミの削り出し品を使用しています。高い精度と仕上がりの美し
さで安定した音質と所有する喜びを感じられます。 

 

●体温で耳に馴染むサーモフィットイヤチップ 
本機ではより高い遮音を確保するため比較的肉厚のイヤーチップを採用していますが、体
温により柔らかくなる特徴を持っているので、数十秒で耳にストレス無く馴染むようになり快
適な装着感を実現しました。 

●交換可能な 2Pin 仕様ヘビーデューティケーブル 
ケーブルもカスタム用と全く共通のものを使用しています。本体側のプラグは 2Pin 仕様で
ケーブル断線時の交換が行えます。 

【新カスタマイズオプションのご案内】 

 新しいカスタマイズオプションとして 「フレークホログラム」 と、リミテッドエディションシリー
ズの第一弾となる「Blue Snow」を追加しました。「フレークホログラム」は粗いフレークと細
かいグリッターのコンビネーションでフェイスプレートカラーの選択によりその表情が変わり
ます。 
「Blue Snow」は限定フィニッシュでシェルとフェイスプレートのカラーがマリンブルーに固定
のセットフィニッシュで雪の結晶をモチーフにした複数のグリッターとマリンブルーのオーバ
ーコートで幻想的なイメージに仕上げました。 

【販売終了モデルのお知らせ】 

２０１７年１０月末をもって以下のモデルが販売終了になります。 
CW-L01、CW-L05QD2、CW-L10、CW-L15、CW-L32、CW-L51a、CW-L51aPSTS、CW-L71、
CW-L71PSTS 

  



 

【カナルワークスカスタム IEM 共通仕様】※ご案内済み 

交換可能なコネクタ付きケーブル 

 

本体とケーブルはコネクタ接続としましたので、長期使用での断線時にも交換対応が可能です。 

ケーブルのコネクタ部分にはより良い耳へのフィット感が得られるメモリーワイヤーを内蔵していま

す。 

ケーブル長は 127cm、162cm、68cm カラーはクリアとブラックから選択いただけます。 

またバランス接続のご要望に対応し、付属ケーブルを 2.5mm4 極または 4.4mm5 極のバランス接

続対応プラグに交換するオプションサービスもございます。 

 

シェル・フェイスプレート（本体）カラーバリエーション 

本体の色は 25 色のカラーバリエーションからお客様の好みに合わせ自由に選択いただけま

す。 

個性を演出する豊富なオプション（費用別途） 

ウッドプレート、カスタムエンブレム、シェルプレートやリアルカーボンプレート、メタルプレー

ト、ラインストーン、プリントアートワーク等、個性を演出する豊富なオプションをご用意してい

ます。 

 

カナルワークスホームページ 

http://canalworks.jp/ 

http://canalworks.jp/
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